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本書の使い方

　本書は、各都道府県が毎年１回実施している毒物劇物取扱者試験のうち、関西地

区と中部地区で実施された一般試験の問題をまとめたものです。
※ 試験問題のうち、①毒物及び劇物に関する法規、②基礎化学の問題については、農業用品

目試験及び特定品目試験で出題されているものと共通になります。

収録している地域と試験の実施時期は次のとおりです。

　　　 地　域

実施時期

関西広域連合
（大阪/滋賀/京都/
兵庫/和歌山/徳島）

愛知県 静岡県 三重県 岐阜県 奈良県

令和４年度 ○ ○ ○ ○ ○ ―
令和３年度 ○ ○ ○ ― ― ○
令和２年度 ○ ― ― ― ― ―

　合計10回分の試験問題と解答及び弊社編集部で作成した解説を収録しています。

　試験問題の構成パターンは、各都道府県により主に次の２通りに分類されます。

タイプⅠ タイプⅡ
１．毒物及び劇物に関する法規 １．毒物及び劇物に関する法規
２．基礎化学 ２．基礎化学
３�．毒物及び劇物の性質及び貯蔵その
他の取扱い方法

３．実地
　（性質・貯蔵・取扱い方法含む）

４．実地 ――

　本書では、試験問題を次の３つに区分して収録しています。

〔毒物及び劇物に関する法規〕〔基礎化学〕〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕

タイプⅠの場合は、３と４をまとめて〔実地〕としています。また、問題につ

いては出題形式などを一部変更し、編集している箇所もあるため、実際の問題番号

とは異なる場合があります。

　問題の後には正解と、弊社作成の解説を掲載しています。わからなかった問題や

間違ってしまった問題は解説を参考に繰り返し解いていくと、苦手部分を集中的に

勉強することができ、より内容を覚えやすくなります。

　各問題の左端に付いている  は、正しく答えることができたかどうかのチェッ

クマーク等にご活用ください。
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　本書では特にただし書きがない場合、解説の法令名を次のように略しています。

毒物及び劇物取締法 取締法

毒物及び劇物取締法施行令 施行令

毒物及び劇物取締法施行規則 施行規則

毒物及び劇物指定令 指定令

　〔毒物及び劇物に関する法規〕の解説については、条文の穴埋め等、特筆すべ

き事項がない問題に関しては、該当する条項のみを記載しています。

　なお、問題文の末尾に［改］と入っている問題は、法改正や学習指導要領の改
訂に応じて、弊社で内容を現行に沿って改めたものとなっています。

　本書の解説に加えて、更に内容を深く掘り下げて勉強したい方には、テキストタ

イプの「毒物劇物取扱者 短期合格テキスト」（定価2,000円）を一緒にご利用いた

だくことをお勧めします。

　この書籍は本書と同様に〔毒物及び劇物に関する法規〕、〔基礎化学〕、〔実地（性
質・貯蔵・取扱方法等）〕の３つの章で構成されています。

　各章ごとに細かく項目を分け、その項目毎にテキストと練習問題を掲載してい

るので、短期間で集中的に学習したい方や、初めて受験される方にもわかりやすい

ような内容となっています。

　試験問題は、各都道府県ごとに傾向や特色があります。弊社ではHP上に全都道

府県の過去問題と解答のみのデータを各５年分ずつ掲載しています。また、スマー

トフォンアプリを使用した無料追加コンテンツも公開しています。詳しい内容は巻

末のお知らせをご覧ください。

　利用される際には、下記のIDとパスワードが必要です。パスワードの有効期限

は次年度版が発刊されるまでとなりますので、ご注意ください。

ID
パスワード

※ 公論出版ホームページのトップページにある「過去出題問題」から「毒物劇物取扱者 過去
実施問題」を選択し、上記IDとパスワードを入力してください。

※ ログイン時にエラーが発生した場合は、ブラウザを変えるなどして、再度ログインしてく
ださい。ログインエラーによる個別対応は行っておりませんので、あらかじめご了承くだ
さい。

※ 問題と解答については試験当時のまま掲載をしていますので、最新の法令と異なる場合が
あります。また、解説については付属しておりません。

令和５年１月　毒物劇物取扱者試験　編集部
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●　よくあるご質問　●

Ｑ　受験する都道府県以外の問題を解きたい
Ａ 　購入特典の過去問題（詳細は前ページ）をご利用いただくか、本書の姉妹本で

ある「毒物劇物取扱者試験 問題集」シリーズをご活用ください。

書籍名 収録都道府県

北海道＆
東日本編

北海道、東北地方（青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島）、
新潟県、長野県、富山県

関東編 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県

関西＆中部編
関西広域連合（大阪/兵庫/京都/滋賀/和歌山/徳島）、
愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、奈良県

九州＆中国編
九州地方（福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄）、
中国地方（広島/山口/岡山/島根/鳥取）、香川県

農業用品目編

北海道、東北地方、新潟県、富山県、愛知県、関西広域連合、
中国地方、九州地方、項目別全国出題問題
※�「実地問題」のみ収録。一般試験と共通である「毒物及び劇物に関す
る法規」、「基礎化学」は収録しておりません。ご注意ください。

※発刊時期や価格、収録年度などの詳細は、弊社ホームページでご確認ください。

Ｑ　受験する都道府県の問題が掲載されていない
Ａ 　受験地の試験問題の傾向や特色、出題形式の対策については、購入特典の過去

問題をご参照ください。よく出る問題の対策については、本書に掲載されている
受験地域の問題を練習問題としてご利用いただくことを推奨しています。全国的
にどこの地域でも出題される問題が多数あるため、受験する都道府県以外の問題
を解くことでも十分に試験対策が可能です。

Ｑ　 書籍の内容について解説を読んでもわからないところや、間違いではないか？
というところがある

Ａ 　本書の内容についてのお問い合わせは、フリーダイヤルの
ヘルプデスク（裏表紙参照）か、ホームページ上（アドレス 

https://www.kouronpub.com）の「お問い合わせ」

をご活用ください。また、万が一本書の内容に訂正等が生じ
た場合も、ホームページでご案内いたします。

　右の二次元コード、または"公論出版"で検索してご利用ください。
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●　効率的な勉強方法　●

　弊社編集部では、担当者が本書の過去版をもとに勉強し、実際に毒物劇物取扱者
試験を受験しました。合格した都道府県は次のとおりです。

都道府県 合格証発行 合格証番号 都道府県 合格証発行 合格証番号
岩手県 H27/12/18 第17号 新潟県 H27/11/24 第4143号

秋田県 H27/10/30 第000029号 石川県 H28/２/29 第9368号

茨城県 H27/９/８ 第11970号 山梨県 H29/３/１ 第3574号

群馬県 H27/11/９ 第9026号
奈良県

H28/３/４ 第2534号

千葉県 R4/９/８ 第8334号 H29/３/３ 第2570号

東京都
H27/８/４ 第22795号 滋賀県 H28/３/４ 第3248号

H28/８/２ 第23527号 高知県 H27/９/30 第1404号

R4/8/10 第25621号 福岡県 H27/９/４ 第201183号

神奈川県 H27/７/13 第11457号

　以下は実際に勉強し、受験にのぞんだ担当者の個人的な学習ポイントです。

◎その１　簡単な法規で点数をかせぐ
　出題範囲はかなり絞られているため、点をとりやすい項目になります。

◎その２　基礎化学の計算問題はパターン化されている
　主に高校の教科書程度の内容で出題されています。本書の編集にあたり、東京書
籍、啓林館、実教出版等の高校化学の教科書を参考にしました。計算問題はパター
ン化されているため、新しいタイプの問題はあまりないようです。

◎その３　実地は狭い範囲で徹底的に覚える
　出題頻度の高い毒物劇物から覚えることを推奨します。本書で出題数が多い物質
ということは、全国でも多く出題されている傾向になるようです。

◎その４　受験地の過去問以外も勉強する
　受験地の過去問だけで合格するのは、少し難しいでしょう。理由は、出題者側が
過去に出題した問題を外して試験問題を作成するためです。過去問を繰り返し解く
ことも重要ですが、受験地の出題傾向を確認した上で他県の問題も勉強してみま
しょう。
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１ 令和４年度（2022 年）　関西広域連合
〔毒物及び劇物に関する法規〕
【１】次の条文に関する記述の正誤について、正しい組合せを１～５から一つ選べ。

　Ａ ．法第１条では、「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地か

ら必要な取締を行うことを目的とする。」とされている。

　Ｂ ．法第２条別表第１に掲げられている物であっても、別途政令で定める医薬品

は毒物から除外される。

　Ｃ ．法第２条別表第２に掲げられている物であっても、医薬品及び医薬部外品は

劇物から除外される。

　Ｄ ．毒物であって、法第２条別表第３に掲げられているものを含有する製剤は、

すべて特定毒物から除外される。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．誤　　　正　　　正　　　誤
　　２．正　　　正　　　誤　　　誤
　　３．正　　　誤　　　正　　　誤
　　４．誤　　　正　　　誤　　　正
　　５．正　　　誤　　　正　　　正

【２】特定毒物の取扱いに関する記述の正誤について、正しい組合せを１～５から

一つ選べ。

　Ａ ．毒物劇物製造業者は、石油精製業者に、ガソリンへの混入を目的とする四ア

ルキル鉛を含有する製剤を譲渡することができる。

　Ｂ ．特定毒物研究者は、特定毒物を輸入することができる。

　Ｃ ．特定毒物使用者として特定毒物を使用する場合には、品目ごとにその主たる

事業所の所在地の都道府県知事（指定都市の区域にある場合においては、指定

都市の長）の許可を受けなければならない。

　Ｄ ．毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物

を所持してはならない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．正　　　正　　　誤　　　正
　　２．正　　　誤　　　正　　　誤
　　３．正　　　誤　　　誤　　　正
　　４．正　　　正　　　正　　　誤
　　５．誤　　　正　　　誤　　　誤
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【３】次のうち、法第３条の３に規定する「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒

物又は劇物（これらを含有する物を含む。）であって政令で定めるもの」に該当

するものの組合せを１～５から一つ選べ。

　Ａ ．クロロホルム

　Ｂ ．メタノールを含有する接着剤

　Ｃ ．酢酸エチルを含有するシンナー

　Ｄ ．トルエン

　Ｅ ．キシレンを含有する塗料

　１．Ａ、Ｂ、Ｃ　　　２．Ａ、Ｂ、Ｅ　　　３．Ａ、Ｄ、Ｅ
　　４．Ｂ、Ｃ、Ｄ　　　５．Ｃ、Ｄ、Ｅ

【４】毒物又は劇物の販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを１～５

から一つ選べ。

　Ａ ．毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者のみが、毒物又は劇物を販売するこ

とができる。

　Ｂ ．毒物又は劇物の販売業の登録の有効期間は、販売業の登録の種類に関係なく、

６年である。

　Ｃ ．毒物又は劇物の一般販売業の登録を受けた者は、特定品目販売業の登録を受

けなくとも、省令第４条の３で定める劇物を販売することができる。

　Ｄ ．毒物又は劇物を直接には取り扱わず、伝票処理のみの方法で販売又は授与し

ようとする場合でも、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなければならない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ

　１．誤　　　正　　　正　　　正
　　２．誤　　　正　　　誤　　　正
　　３．正　　　正　　　正　　　正
　　４．正　　　誤　　　正　　　誤
　　５．正　　　誤　　　誤　　　正
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▼ ▼正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】３
〔解説〕Ａ�．取締法第１条（取締法の目的）。
　　　　Ｂ�．毒物は、法第２条�別表第１に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以

外のものと定義している。医薬品及び医薬部外品については「医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で定められている
ため、「政令（施行令）で定める」は誤り。取締法第２条（定義）第１項。

　　　　Ｃ�．取締法第２条（定義）第２項。
　　　　Ｄ�．毒物であって、別表第３に掲げるものを「特定毒物」と定義している。取

締法第２条（定義）第３項。
【２】１
〔解説〕Ａ�．取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第８項、施行令第１条（四アル

キル鉛を含有する製剤）各号。石油精製業者は「特定毒物使用者」に該当し、
ガソリンへの混入を目的とする四アルキル鉛を含有する製剤を使用すること
ができる。

　　　　Ｂ�．取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第２項。
　　　　Ｃ�．特定毒物使用者とは、特定毒物を使用することができる者として品目ごと

に政令で指定する者のことをいい、都道府県知事の許可は必要ない。取締法
第３条の２（特定毒物の禁止規定）第３項。

　　　　Ｄ�．取締法第３条の２（特定毒物の禁止規定）第10項。
【３】４
〔解説〕�取締法第３条の３（シンナー乱用の禁止）、施行令第32条の２（興奮、幻覚又は

麻酔の作用を有する物）。
【４】１
〔解説〕Ａ�．販売業の登録を受けた者のほか製造業又は輸入業の登録を受けた者も、毒

物劇物営業者に対して毒物又は劇物を販売することができる。取締法第３条
（毒物劇物の禁止規定）第３項。

　　　　Ｂ�．取締法第４条（営業の登録）第３項。
　　　　Ｃ�．取締法第４条の２（販売業の登録の種類）各号、取締法第４条の３（販売

品目の制限）第１項、第２項。一般販売業の登録を受けた者は販売品目の制
限が定められていないため、全ての毒物劇物を販売できる。

　　　　Ｄ�．毒物又は劇物を直接に取り扱うかどうかにかかわらず、販売業の登録を受
けなければ毒物又は劇物を販売することはできない。取締法第３条（毒物劇
物の禁止規定）第３項。

【５】２
〔解説〕Ａ�．取締法第４条（営業の登録）第１項。
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【40】次のうち、糖類に関する記述として、誤っているものはどれか。

　１ ．糖類は、分子内に多数のヒドロキシ基（－OH）をもつ。
　　２．グルコース（C6H12O6）水溶液には還元性があり、銀鏡反応を示す。
　　３ ．マルトース（C12H22O11）は、グルコース２分子が脱水縮合をし、両者が

エステル結合により、結合した構造をもつ。
　　４ ．デンプン（（C6H10O5）n）は、温水に溶けやすいアミロースと、溶けにく

いアミロペクチンとで構成されている。

【41】50%の硫酸300gに20%の硫酸を加えて45%の硫酸を作った。このとき加え

た20%の硫酸の量は、次のうちどれか。なお、本問中、濃度（%）は質量パーセ

ント濃度である。

　１．60g　　　 ２．75g
　　３．120g　　　４．200g

【42】20mol/Lのアンモニア水800mLに、６mol/Lのアンモニア水200mLを加え

た。このアンモニア水の濃度は、次のうちどれか。

　１．8.8mol/L　　　 ２．13.2mol/L
　　３．15.6mol/L　　　４．17.2mol/L

【43】2.0mol/Lのアンモニア水300mLを中和するのに必要な6.0mol/Lの硫酸の量

は、次のうちどれか。

　１．25mL　　　 ２．50mL
　　３．100mL　　　４．200mL

〔実地（性質・貯蔵・取扱い方法等）〕
　※　 設問中の物質の性状は、特に規定しない限り常温常圧におけるものとする。

【44】次のうち、シアン化水素についての記述として、誤っているものはどれか。

　１．焦げたアーモンド臭を帯びている。
　　２ ．点火すると青紫色の炎をあげて燃焼する。
　　３ ．極めて猛毒で、希薄な蒸気でも吸入すると呼吸中枢を刺激し、次いで麻痺

ひ

させる。
　　４ ．水溶液は極めて強いアルカリ性を示す。
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【39】３
〔解説〕�アルコールは、ヒドロキシ基－OHが結合している炭素原

子に他の炭素原子（炭化水素基）が何個結合しているかに
よって、第一級アルコール～第三級アルコールに分類され
る。２－ブタノールCH3CH2CH（OH）CH3は、炭化水素基
が２個結合している第二級アルコールである。

　　　　１�＆２．エタノールCH3CH2OH、エチレングリコールCH2（OH）CH2（OH）…
第一級アルコール

　　　　４�．２－メチル－２－プロパノール（CH3）3COH…第三級アルコール
【40】３
〔解説〕�マルトースC12H22O11は、グルコース２分子が脱水縮合をし、両者が「グリコ

シド結合」により、結合した構造をもつ。
【41】１
〔解説〕�濃度50％の硫

りゅう

酸300g中に含まれる硫酸は、0.5×300g＝150g。加えるべき硫

酸の量を�x��gとすると、次の等式が成り立つ。

　　　　
150g＋0.2x�g

＝0.45
300g＋�x�g

　　　　　150g＋0.2x�g＝0.45×（300g＋�x�g）
　　　　0.45x�g－0.2x�g＝150g－135g
　　　　　　　　　　�x�g＝15g／0.25
　　　　　　　　　　���x�＝60g
【42】４
〔解説〕�濃度20mol/Lの水溶液800mL中に含まれる、アンモニアの物質量（mol）
　　　　⇒（20mol／1000mL）×800mL＝16mol
　　　　�濃度６mol/Lの水溶液200mL中に含まれる、アンモニアの物質量（mol）
　　　　⇒（６mol／1000mL）×200mL＝1.2mol

　　　　混合水溶液の濃度＝
16mol＋1.2mol

＝
17.2mol

＝
17.2mol

800mL＋200mL 1000mL １L

　　　　　　　　　　　　＝17.2mol/L
【43】２
〔解説〕�中和反応式：2NH4OH＋H2SO4� �（NH4）2SO4＋2H2O

　　　　�アンモニアは１価の塩基、硫酸は２価の酸であり、求める量を�x�mLとすると、
次の等式が成り立つ。

　　　　（2.0mol／1000mL）×300mL�＝（２×6.0mol／1000mL）×�x�mL
　　　　両辺に1000をかける。

　　　　2.0mol×300mL＝12mol×�x�mL
　　　　　　　　　��12�x�＝600　⇒　�x�＝50mL
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【21】次のうち、アンモニアについて述べたものとして、誤っているものはどれ

か。

　１ ．アンモニアガスは空気よりも軽い。
　　２ ．湿ったリトマス紙を赤色にする。
　　３ ．酸素の中では黄色の炎をあげて燃焼する。
　　４ ．常温、常圧下では、特有の刺激臭のある無色の気体である。

【22】次は、硫酸の廃棄方法について述べたものであるが、（　）内に入る語句の

組合せとして、正しいものはどれか。

　 　（ア）の攪
かくはん

拌溶液に徐々に加え中和させた後、多量の水で希釈する。中和によ

り、（イ）が生成する。

 ア イ

　１．生石灰　　　硫酸カルシウム
　　２ ．消石灰　　　硫酸カルシウム
　　３ ．消石灰　　　硫化カルシウム
　　４ ．生石灰　　　硫化カルシウム

【23】10％の水酸化ナトリウム水溶液800gを20％の硫酸で中和するために必要な

硫酸の量として、正しいものはどれか。ただし、水酸化ナトリウムの分子量を40、

硫酸の分子量を98とする。

　１．200g　　　２．400g
　　３．490g　　　４．980g

【24】次のうち、毒物又は劇物の性状について述べたものとして、正しいものの

組合せはどれか。

　ア ．ぎ酸は、無色の刺激臭の強い液体で、強い酸化性をもつ。

　イ ．硫酸亜鉛七水和物は、白色結晶で、水及びグリセリンに可溶である。

　ウ ．クロルピクリンは、純品は無色の油状体であり、催涙性と強い粘膜刺激臭を

有する。

　エ ．アクリルニトリルは、無臭又は微刺激臭のある無色透明の液体で、引火点が

低く、爆発の危険性は低い。

　１．ア、イ　　　２．イ、ウ
　　３．ウ、エ　　　４．ア、エ
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　　　　３�．メチルオレンジ…pHが3.1以下のときは赤色を示し、pHが4.4以上のとき
は黄色を示すため、酸の滴定によく使われる。

　　　　４�．メチルレッド…pHが4.4以下のときは赤色を示し、pH6.2以上のときは黄
色を示し、このpH4.4から6.2の間では橙色を示す。

【20】１
〔解説〕�中和反応式：2NaOH＋H2SO4� �Na2SO4＋2H2O

　　　　�水酸化ナトリウム水溶液は１価の塩基、硫
りゅう

酸は２価の酸であり、求める値を�x�

mLとすると、次の等式が成り立つ。

　　　　（0.4mol／1000mL）×300mL�＝（２×3.0mol／1000mL）×�x�mL
　　　　両辺に1000をかける。

　　　　0.4mol×300mL＝6.0mol×�x�mL　⇒　x�mL＝120mL／6.0mol＝20mL
【21】２
〔解説〕�「浸透圧は絶対温度と溶液のモル濃度に比例する」というファントホッフの法則�

P＝cRT�を用いて浸透圧を求める。これは気体の状態方程式　PV＝nRT�と等
しい。

　　　　浸透圧（�P�）＝モル濃度（�c）×気体定数（�R�）×絶対温度（T�）
　　　　Ｐ＝0.50mol/L×8.3×10�3�Pa・L/（mol・K）×（27＋273）
　　　　　＝1245×10�3　⇒�1.245×10�6�Pa
　　　　従って、選択肢の中で最も適当なものは1.2×10�6�Paとなる。
【22】４
〔解説〕�設問の鉛、亜鉛、銀をイオン化列順に並べると、亜鉛Zn�＞�鉛Pb�＞�銀Ag�と

なる。鉛よりもイオン化傾向が小さいものでは鉛を析出せず、鉛よりもイオン
化傾向が大きいものは溶け出してイオンとなり、溶液中の鉛（Ⅱ）イオンが鉛
として析出する。従って、銀は鉛を析出せず、亜鉛は鉛を析出する。

【23】１

Ｄ

Ｃ

Ｂ
Ａ”

Ａ’

時間

温
度

固
体

液
体＋

固
体

液
体

〔解説〕Ａ�．凝固点。溶液の凝固では溶
媒（水）だけが先に凝固する
ため、溶液（塩化ナトリウム）
の濃度が増加し、溶液の凝固
点降下が起こり右図のように
Ａ’からＡ”へ凝固点がずれる。

　　　　Ｂ�．凝固点降下発生後の凝固点。
Ａ”と等しい。

　　　　Ｃ�．塩化ナトリウム水溶液が完全に固体となった点。
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【33】次の物質の性状として、最も適当なものをそれぞれ一つ選びなさい。

　Ａ ．クラーレ

　Ｂ ．塩化第一銅

　Ｃ ．硫酸タリウム

　Ｄ ．キノリン

　Ｅ ．セレン

　１ ．無色の結晶で、水に難溶、熱湯に可溶である。農業用劇物として販売されて
いる製剤は、あせにくい黒色で着色されている。

　２ ．白色又は帯灰白色の結晶性粉末である。空気で酸化されやすく緑色となり、
光により褐色を呈する。

　３ ．無色又は淡黄色の不快臭の吸湿性の液体である。熱水、アルコール、エーテ
ル、二硫化炭素に溶ける。

　４ ．黒又は黒褐色の塊状あるいは粒状である。猛毒性アルカロイドを含有する。
　５ ．灰色の金属光沢を有するペレット又は黒色の粉末で、水に溶けないが、硫酸

に溶ける。

【34】次の物質の貯蔵方法として、最も適当なものをそれぞれ一つ選びなさい。

　Ａ ．シアン化カリウム

　Ｂ ．過酸化水素水

　Ｃ ．黄燐
りん

　Ｄ ．カリウム

　１ ．純品は空気と日光によって変質するので、少量のアルコールを加えて分解を
防止し、冷暗所に貯蔵する。

　２ ．空気に触れると発火しやすいので、水中に沈めて瓶に入れ、さらに砂を入れ
た缶中に固定して、冷暗所に保管する。

　３ ．少量ならばガラス瓶、多量ならばブリキ缶又は鉄ドラムを用い、酸類とは離
して、風通しのよい乾燥した冷所に密封して保存する。

　４ ．空気中にそのまま貯蔵することはできないので、通常、石油中に貯蔵し、水
分の混入、火気を避ける。

　５ ．少量ならば褐色ガラス瓶、多量ならばカーボイなどを使用し、３分の１の空
間を保って、日光の直射をさけ、冷所に、有機物、金属塩と引き離して貯蔵す
る。
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【43】Ａ…２　Ｂ…４　Ｃ…５　Ｄ…３
〔解説〕Ａ�．アニリンC6H5NH2［メトヘモグロビンが形成］［チアノーゼ］
　　　　Ｂ�．クロロホルムCHCl3［脳の節細胞を麻酔］［赤血球を溶解］［神経細胞を麻

酔］
　　　　Ｃ�．スルホナールC7H16O4S2［ポルフィリン尿］
　　　　Ｄ�．弗

ふっ

化水素酸HF�aq［皮膚に触れた場合、激しい痛み］［著しく腐食］
　　　　�選択肢１は［胃酸や水と反応してホスフィンを生成］から、燐

りん

化亜鉛Zn3P2が
考えられる。

【44】Ａ…２　Ｂ…１　Ｃ…４　Ｄ…３
〔解説〕Ａ�．�亜硝

しょう

酸ナトリウムNaNO2［ジアゾ化合物製造］［染色工場の顕色剤］
　　　　Ｂ�．エチルジフェニルジチオホスフェイト（EDDP）C14H15O2PS2［有機燐殺

菌剤］
　　　　Ｃ�．四塩化炭素CCl4［洗浄剤及び種々の清浄剤の製造］［引火性の弱いベンジ

ンの製造］
　　　　Ｄ�．エンドタールC8H10O5［スズメノカタビラの除草］
　　　　�選択肢５は［稲のツマグロヨコバイ、ウンカ類の駆除］より、BPMC（フェノ

ブカルブ）C12H17NO2と考えられる。
【45】Ａ…２　Ｂ…４　Ｃ…３
〔解説〕Ａ�．�シアン化水素HCN［少量ならば褐色ガラス瓶］［多量ならば銅製シリンダー］

［極めて猛毒］
　　　　Ｂ�．沃

よう

素 I2［腐食されやすい金属、濃塩酸、アンモニア水、テレビン油などは、
なるべく引き離しておく］

　　　　Ｃ�．黄燐P4［水中に沈めて瓶に入れる］［砂をいれた缶中に固定］
　　　　�選択肢１は［亜鉛または錫メッキをした鋼鉄製容器］［蒸気は空気より重く、低

所に滞留］より、四塩化炭素CCl4と考えられる。
【46】Ａ…３　Ｂ…４　Ｃ…１
〔解説〕Ａ�．キシレン［液の表面を泡で覆う］
　　　　Ｂ�．クロルピクリンCCl3（NO2）［至急関係先に連絡し専門家の指示により処

理］
　　　　Ｃ�．ダイアジノンC12H21N2O3PS［水酸化カルシウム等の水溶液］［中性洗剤

等の界面活性剤］
　　　　�選択肢２は［水酸化カルシウムを散布］［ガスは遠くから霧状の水をかけて吸

収］より、塩素Cl2と考えられる。
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